
胃がん検診専⾨技師認定（都道府県別） 

2022 年７⽉１⽇ 
近畿⽀部 
勤務先県 
滋賀県 五⼗川⿇美 伊吹  仁 岩井  充 遠藤  融 ⼤⻄ 圭三 

奥村 桂⼦ 奥村 直也 ⾦内 紀雄 喜⽥  茂 ⽊村 吉徳 
熊⾕ 佳⼦ ⼩島由美⼦ ⼩林  篤 篠⽥ 晃宏 清⽔ 慎⼆ 
⾼⽊ 麗花 髙橋 亮太 ⽥島 陽⼦ 建部 有宏 建部 容⼦ 
⽥中  守 ⼟井  馨 中嶋 ⾼明 枚⽥ 敏幸 廣井 智之 
藤原 将洋 松⼭ 典弘 ⽮野 隆弥 ⼭道 直樹  

京都府 芦塚 由⾹ ⾜⽴ 歳昭 安達 理⾹ 網本⽐呂⼦ 安藤 憲⼀ 
池上 真⼠ 諌本 忠和 ⽯王 研⼆ 市川  梢 伊藤 清美 
井上  博 井上 雄介 今⻄ 崇⽂ ⼊江 剛弘 上下 祐司 
⼤狩 晃⼦ ⼤島 健⼆ ⼤地 邦彦 岡本  繁 奥村  隆 
尾花 吉彦 軽尾 昭⼈ 喜多 孝⼀ ⼩島 梨沙 ⼩⻄ 晴夫 
⼩林 祐貴 ⼩林 侑⾥ 坂井ゆかり 坂中 貴光 佐々⽊健⼈ 
嶋  耕⼆ 清⽔ 克⾏ 下⽥ 瑞恵 世良多賀男 ⽥⼝ 貴⼤ 
武井 義彦 ⽵内 啓介 ⽵澤 ⿓⼀ 多⽥ 頼⼆ ⾕  祐⼆ 
⾕岡 延光 辻  謙司 辻  琢也 寺⽥  敬 寺⽥ 卓三 
中川 真⼀ 中島 広視 中⾕  瞬 中⻄ 佳⼦ 中野 将和 
中村 俊彦 中村 浩英 中村 洋介 中森  勲 ⻄林 由記 
狭間  希 橋本  正 平井 清美 平井  聡 平井 俊三 
平野  慧 藤澤  靖 藤⼭ 孝之 藤原 直樹 ⼾来  満 
保城 純司 ⾺庭  淳 南  博⼠ 宮野 智也 村上 晃司 
明利 美穂 森川 貴央 ⼭内 ⼀海 ⼭下 孝⼆ ⼭⽥ 哲也 
吉永 昭夫 和⽥健太郎 渡邊 ⾹帆   

⼤阪府 藍川 真琴 ⻘⽊  彰 ⻘⽊ 和好 東  由⼦ 天⾠  薫 
天野 ⼤輔 有川みち代 安藤 泰次 池内  明 池浦 康孝 
池宮城光哉 井阪 裕志 ⽯⿊ 志穂 ⽯澤 ⼤介 ⽯⽥ 裕明 
⽯元 良典 泉  和幸 出⽥ 貴裕 伊藤 ⽂隆 稲葉真理⼦ 
稲葉有美江 井上かおり 井上 照久 茨⽊ 雅晴 今川 恵司 
今⽥ 順久 井町 ⽂数 岩崎 悦男 岩崎 政代 岩崎 祐⼆ 
植⽥  聡 上⽥ 裕佳 上⻄ 正昭 上野 淳也 上野 正和 
⽒浦亜由美 内海 正揮 宇野 政徳 江藤 春名 ⼤江 崇之 
⼤枝 雅之 ⼤久保⽵純 ⼤坂 哲夫 ⼤下 陽⼦ ⼤杉 豪伸 
⼤⽥  勇 ⼤⾕ 千尋 ⼤槻 和也 ⼤槻 安代 ⼤⻄ 広和 
⼤⻄ 康雄 岡崎 泰三 岡⽥ 恵理 岡⽥ 信也 岡本 和仁 
岡本 和也 ⼩川  薫 奥薗  卓 奥中 雄策 奥畠  匠 



胃がん検診専⾨技師認定（都道府県別） 

勤務先県 
⼤阪府 ⼩倉 洋⼀ 尾崎 征司 尾⽥ 裕司 ⼩野 ⻯⼀ 柿花 利明 

景⼭ 修⼆ ⽚井 進⼀ ⽚⼭ 美希 加藤 美⾹ ⾦⼦ 恭久 
⾦⽥晴瑠佳 鎌⽥ 哲也 家⾨  賦 河越  俊 川崎 光昭 
川原 隆宏 川本 秀⼀ 勘⽥ 雅浩 紀  裕介 菊辻 隆⾏ 
岸⽥ 和也 岸本 誠史 岸本由⾹利 北⾓ 欣也 北⻄ 勇輝 
北野 富彦 北村 浩⼆ 北脇 泰壮 ⾐笠 治男 ⽊村 顕璽 
⽊村 直紀 楠本美千代 久保 伸平 久保 ⽂裕 栗⽥ 友美 
⿊崎 ⼀徳 桑⽥ 英樹 幸⽥ 和章 古賀 優和 ⼩島 厚⾏ 
⼩薗 明治 ⼩寺 ⼒史 後藤 健次 後藤真理⼦ ⼩林 智之 
⼩林真由美 ⼩村  智 ⽶⽥ 明⽣ ⼩⼭ 武⼠ ⼩⼭ 平幸 
近藤 英夫 近藤 浩司 斎藤 数⾺ 坂 登喜⼦ 境  克久 
阪井 耕⼆ 境  智之 阪上 理恵 作元 誠治 櫻本 吉伸 
笹⽊ 弘美 佐々⽊光正 笹⽥ 健司 定  昭彦 佐藤 聰浩 
佐野智具⼰ 鮫島 和義 塩村 由美 ⿅園 貴⼠ 渋⾕ 良司 
嶋⽥ 真⾐ 嶋村 由美 下浦  剛 下⼝みずほ 下橋ひとみ 
上甲  実 ⼩⾖  誠 ⽩川 徹弥 ⽩波瀬 茜 ⼼光  誠 
末廣 彬⼈ 須川  徹 杉野 洋司 杉原  彩 杉村  映 
杉本  勇 杉⼭ 陽⼀ 鈴⽊ 俊夫 鈴⽊ 結太 鈴⽊ 理紗 
隅⽥ 健⼆ 瀬⼾ 賢治 千⽥ 隆敏 曽我 芳光 園部 智加 
峙  ⾠也 ⽥内 純⼦ ⾼井 正史 ⾼⽊ 晃⼈ ⾼殿 絢⼦ 
⾼野  梓 髙橋 達也 髙橋 直樹 瀧本 充史 ⽵下 眞実 
武⽥  裕 武⽥ 由美 ⽵⽥ 佳貴 ⽵綱 眞史 ⽥澤 義且 
⽥所 和幸 ⽥中 克彦 ⽥中 幸⼀ ⽥中 伸⼀ ⽥中 ⼤介 
⽥中 勇介 ⽥中 芳⽣ ⽥辺 友英 ⾕岡 芳彦 ⾕⼝ 哲也 
⽥村登規⼦ ⽥村 佳彦 檀上  輝 千尾 礼⼦ 千葉 理世 
⻑ 益⼆郎 ⻑  優⼦ 佃  ⼤輔 筒井 靖博 堤  厚⾂ 
出⼝ 博幸 出⼝ ⿇⾐ 道前 美耶 ⼾⽥ 雄介 ⿃⼭ 卓⼆ 
中川 健哉 中川  寛 ⻑澤聖⼀郎 中島 康太 中島⿇美⼦ 
中⾕ 紋⼦ 中坪沙⽮佳 中⻄ 貴央 中⻄ 裕介 中林  智 
中林  崇 中村  勝 中村  渉 中⾕  ⻫ 中⼭ 千鶴 
ナムゲル葉⼦ 新納 ⻯⼆ ⻄河 仙均 ⻄川 理沙 錦  ⾹⾥ 
⻄野 ⽂郎 ⻄村 ⼆美 ⻄本美登⾥ 根岸 直⼦ 野上  忠 
野⼝美恵⼦ 野崎 雄太 野下このみ 野尻 友昭 乃⽥ 浩⼆ 
埜藤  誠 萩原 朋之 橋本 貴史 橋本 由⾹ 蓮尾 智之 
秦  ⽤賢 蜂尾 哲⽣ ⼋⽥ 悦⼦ 浜野 浩司 林  篤志 
林  祐樹 原  朋美 原⽥ 勝弘 原⽥ 英明 范  明彪 



胃がん検診専⾨技師認定（都道府県別） 

勤務先県 
⼤阪府 繁昌 慶作 東野 博夫 ⽦⽥ 佳⼦ 平岡 ⼀弘 平⽥ 俊⼀ 

平間稚佳⼦ 平松佐和⼦ 廣瀬 直美 廣⽥ 美穂 福島英⾥⼦ 
福住  舞 福本 和宏 藤居  勉 藤澤 ⼤輔 藤⽥ 哲朗 
藤⽥ 陽蔵 藤野 由⾹ 藤本 信幸 藤本 浩員 藤本 ⼤樹 
古川 勝治 古川 剛也 星⼭  太 堀  俊彦 本⽥ 拓海 
本⽥ 寛勝 本多 莉奈 前⽥ 晶⼦ 前⽥ 苗実 前野 ⽞⼤ 
松岡 信広 松本  彩 松本 勝浩 松本 憲⼀ 松本 伸介 
松本 ⾼幸 松元  誠 松本 良江 ⾺渕 隆之 三浦 ⼀利 
三上 優貴 美﨑  昇 三島 久典 三⾕ 雅彦 南  智也 
峯⼭ 和之 宮越 亮平 宮村 典⼠ 向井 ⼀也 武舎 晃路 
村井 憲司 村上  渡 村⽥ 智⼦ 村⽥  博 桃井 彰⼦ 
森  昭弘 森川  修 森下 昌之 盛野 裕⽂ 諸冨 泰幸 
安丸 重雄 柳井 英男 柳瀬るり⼦ ⼭岡 ⼀成 ⼭⽊  博 
⼭⼝ 健⼈ ⼭⼝ 眞紀 ⼭崎祐⼀郎 ⼭下 ⻯治 ⼭⽥ 淳⼦ 
⼭⽥ 正宣 ⼭⽥ 裕太 ⼭部 亜未 ⼭本 兼右 ⼭本 純也 
⼭本 健司 ⼭本 健⽣ ⼭本 洋史 ⼭本 幸男 ⼭本 涼介 
湯淺 恭⼦ 横⼭ 元英 吉岡 宏真 吉岡 義⽂ 吉川 悌江 
吉⽥ 敬治 吉⽥ 拓司 吉⽥ 雄征 吉富那央弥 芳野 克洋 
吉本  勝 琉  秀光 若松 宏幸 和久本義昌 渡利 淳⼀ 

兵庫県 阿南友季⼦ 安部 喜博 去来川ゆかり ⽯⽥ 仁⼠ 磯野 宏幸 
⼀井 利純 ⼀橋 晃央 井⼾ 昌之 今井智恵⼦ 上⽥つた⼦ 
上⼭ 資⼦ 内⽥ 道代 恵美 省吾 ⼤川恵梨奈 ⼤久保綾⼆ 
⼤⻄ 佳恵 岡  武良 岡⽥  孝 ⼩原 直美 ⾦澤 範⼦ 
鎌倉  剛 川上 範⽂ 河野 昭博 神澤  茜 岸本 浩⼀ 
北⼭ 豊周 楠本 利治 後藤 綾⼦ 後藤健太郎 坂上 卓⽮ 
佐久間智康 笹  卓也 佐々⽊静⾹ 佐藤 彰則 佐藤 和俊 
志賀いずみ 宿南 浩⼆ 末次  剛 末松 裕之 菅原 遥⼦ 
鈴⽊ 秀明 関川 史朗 世良 晴貴 ⽥川 嘉之 武⽥ 景⼦ 
⽵⽥ 修治 ⽥中 和良 樽岡 照知 樽本 佳樹 千巖久美⼦ 
津⾕ 沙知 天良 昌弘 ⼟井 真⼀ 永井 ⾹織 中尾 照彦 
永尾  剛 中川 和之 永⽥美奈⼦ ⻄尾由華⾥ 拜原 正直 
萩原 正芳 橋本 哲夫 ⻑⾕川 敦 東  友紀 平井 丈理 
平野 裕⼦ 廣瀬 敏明 弘中 良尚 福⽥  充 福永 洋⼦ 
福本 裕介 藤野 純也 藤林 敏昭 藤本加奈⼦ 船塚 理恵 
牧⽥ 義章 松井 英男 松瀬 ⿓治 松永 俊介 松原 ⾹名 
村上 泰教 森上 真⼸ ⽮形 真⼀ ⼭⼝ 博司 ⼭⼝ 昌⼀ 



胃がん検診専⾨技師認定（都道府県別） 

勤務先県 
兵庫県 ⼭⾥ 克⺒ ⼭下 梢⼦ ⼭⽥彩弥⾹ ⼭村 ⼤輔 横⼭ 浩⼆ 

吉村 丈晴 ⽶村 雅之 渡邉佐知⼦   
奈良県 ⻘栁 真紀 阿部 昭彦 荒堀美佳⼦ 飯⽥ 真⾐ 池⽥  彩 

⽯橋 愛史 植村明⽇⾹ 栄⼭ 圭俊 岡本 義弘 奥⽥ 晃英 
川岡 貴⼦ ⼩崎 廣志 ⼩⻄ 進 ⼩⻄ 未⾥ 坂上 光典 
嶋⽥ 容⼦ ⽣賀 利雄 ⽩沢 善敏 ⾠⺒  明 ⽥中 宏明 
⽥畑 昌⼦ 杤  秀樹 中川 和則 中川 泰⼆ ⻑⽥ 賢⼆ 
⻑野 吉彦 ⻄川 知亨 濱野 晃司 飯⽥ 隆⾏ 廣岡 重孝 
布施 克樹 松尾美奈⼦ 松宮 建雄 松本 京⼦ 村﨏 弘⼀ 
森下 健⼀ ⼭本 誠仁 余⽶ 克美 吉岡ゆかり  

和歌⼭県 岩本 英⼆ 上久保裕太 ⼤畑 直幸 春⽇ 和⼈ 葛原  覚 
川崎 秀樹 楠⼭ 隆也 ⼩岡 賢司 國眼  勇 ⽶⾕ 孝史 
澤⽥ 将利 嶋貫 純⼀ ⽥村 智樹 寺本 貴裕 寺本  毅 
⻄  信次 原⾒ 昌宏 藤本 佳⽂ 前⽥ 穣資 前⽥ 秀⼈ 
松⽥ 直紀 森本 直均 ⼭崎  純   

 


